
 

 

 

8 月 6 日の卓話  7 月 30 の出席率  8 月 20 日の卓話  

 会員在籍者数 39 名 

 会員出席者数 27 名 

 会員欠席者数 12 名 

 本日の出席率 69.23％ 

  

 

「クラブ奉仕フォーラム」 

クラブ奉仕委員会 委員長 

大星太郎 副会長 

 

 

「イニシエーションスピーチ」 

当クラブ会員 大星太郎様 

当クラブ会員 三橋 晶様 

2021 年 8 月 6 日［第 69 回］ 

≪2021-2022 年度 例会 第 68 回例会報≫ 

2021 年 7 月 30 日（金）東武ホテルレバント東京「芙蓉の間」 

司会：雪丸隆史会員 
 

■点鐘：西野充英会長 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 ソングリーダー：岩崎裕馬会員 

■「四つのテスト」唱和 

■「ロータリーの目的」東京臨海西 RC Ver.唱和 

新型コロナウイルス感染予防の為、割愛致しました 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：西野充英会長 

●東分区 ガバナー補佐 岡本隆一様 

「本年度ガバナー補佐を務めさせて頂きます岡本

隆一と申します。所属は東京ベイロータリークラブ

です。本来ならば臨海西ロータリークラブさんは江

戸川ロータリークラブの荒井ガバナー補佐が担当

なんですけども今体調を崩されてるということで、

復活されるまで私が代行させて頂くこととなりま

したので、どうぞよろしくお願い致します。9月か

らＩＭですとか、分区でも 10月には献血のプロジ

ェクトというのも動いたりしますので、みなさんお

忙しいとは思いま

すけども分区の行

事等々にご協力を

お願いしたいと思

います。よろしく

お願いします。」 

 

●東分区 分区幹事 山本昌之様 

「東分区幹事をしております東京江戸川ロータリ

ークラブの山本と申します。岡本ガバナー補佐がベ

イロータリークラブ、私が江戸川ロータリークラブ

なんですけども両方のクラブとも今休会でやって

いないんですよ。他のクラブはまわるのですけど自

クラブがやっていないというような状況です。先ほ

ど会長にお伺いしたところ、臨海西ロータリークラ

ブさんは、去年もハイブリッドで休まれていないと

いうことでしたのですが、我々のクラブは去年半分

くらいしかやっていなくて、こうして継続してされ

ているのは素晴らしいことだなと。また、ニコニコ

をアプリでされているということで非常に挑戦的、

新しい事を

活発にされ

ているクラ

ブだなとい

う印象を持

ちました。本

日はどうぞ

よろしくお

願い致しま

す。」 
 

 



 
 

 

●東京臨海西ＲＣ 特別代表 

東京臨海ＲＣ  斉藤 実様 

●東京臨海西ＲＣ 発起人代表 

 東京臨海ＲＣ  鈴木孝行様 

●米山奨学生 オーチソムオン様 
 
 

  
 

（特別代表 斉藤実様） （発起人代表 鈴木孝行様） 
 

  
 

(オーチソムオン様)   (司会：雪丸隆史会員) 
 

■ビジター紹介：  

本日はいらっしゃいませんでした 

 

■会長報告・スピーチ：西野充英会長 

●9 月 12日（日）水辺の清掃活動（荒川)の案内  

※後程事務局よりメールしますので返信お願い

します 

●2020-2021 年度東分区 IM 決算報告・余剰金の返金

について（＠6158×32名＝197,075） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■幹事報告：三橋晶幹事  

●次回の例会は 8月 6日（金）です 

●8 月は ZOOM例会となります 

●地区ポロシャツについて 

（1 枚\2,000 個人負担・取り纏めて注文する） 

※後程事務局よ

りメールします

ので返信お願い

します 
 

 

 

 

 

■委員会報告 

●カウンセラー委員会 飯塚憲貴パスト会長より 

「当クラブは創立 4年目、まだ若いクラブで月 2回

開催ということで、まだまだロータリークラブのこ

とを知らなきゃいけない、みんなでサポートしなけ

ればいけない、お互いに知り合わなきゃいけないと

いうことで、カウンセラー委員会を今年の 3月に作

りました。リアルで会っていろんなみなさまの話を

聞こうということだったのですが、コロナでなかな

かそれが実現できていません。緊急事態宣言が 8月

いっぱいまで延びてしまいましたので、なかなか難

しい状況ではあると思います。ただ、その中でも

ZOOMを活用して、この期間でもカウンセラー委員会

を実施して欲しいなと思っております。各グループ

長には、私からテーマを設定させて頂きます。カウ

ンセラー委員会を実施して頂いた際は、ひとり議事

録作成者となって頂き、カウンセラー会議のあと 1

週間以内に議事録を出して頂くという形で、ぜひ 8

月はご協力をお願いしたいと思っておりますので、

よろしくお願い致します。私も島崎組なのですけど

も会おうという瞬間、緊急事態宣言で会えなくなっ

てしまったんですけども 8 月は ZOOM でやりたいと

思ってます。みなさん活発な意見を交わしてお互い

を知り合って親睦を深めて頂きたいなと思ってお

ります。 ZOOM でやるときはマスクを外して顔をわ

かるように、ZOOMの名前も個人の名前がわかるよう

に直して参加して頂けると顔と名前が一致、お仕事

もどんなことをやってるかがわかるかと思います

ので、ぜひそう言った形での取り組みをお願い致し

ます。よろしくお願い致します。」 
 

 
 

●社会奉仕委員会 岸委員長より 

「レターボックスの中に

チャイボラさんの活動内

容が書かれている冊子を

入れさせて頂いています。

チャイボラさんは社会的

養護施設でありまして、今

回、社会奉仕委員会の活動

計画の中にチャイボラさ

んを支援するということ

を入れさせて頂いていま

すので、ぜひご一読頂けれ

ばと思っております。よろ

しくお願い致します。」 
 



 
 

 

●職業奉仕委員会 継岩委員長より 

「継岩班のカウンセラー委員会ミーティングを実

施させて頂きました。内容等は込み入ったものでは

なく、雑談が中心とはなりましたが、普段の印象と

は違う一面を知る機会となり、親睦を深めることが

できてよかったなと思っております。緊急事態宣言

が出てる状況ではありますが、顔を合わせてお話し

するってことをタイミングを見てやっていったら

いいかなと思いました。以上、報告させて頂きます。」 
 

 

 

●親睦活動委員会 岡田ゴルフ幹事より 

「9 月 27日（月）東分区親睦ゴルフ大会について後

程事務局よりメールさせて頂きます。その 1週間前

か 2 週間前に下見でのゴルフを予定してて、まだ仮

の段階ですが、おそらく 9 月 15 日になるのではと

予想しています。予定あいてる方はあけておいて頂

けたらと思います。8 月 5 日、親クラブの臨海ロー

タリークラブと臨海西ロータリークラブの 8対 8の

親睦ゴルフをやるのですが、Ｂチーム同士の戦いと

いうことで何とかAチームに昇格できるよう練習し

ます。」 

 

 
 

■出席状況報告：岸哲也会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 

 

■ニコニコ BOX報告：倉持政勝会員 

(ご意向)一年間よろしくお願いします：岡本隆一ガ

バナー補佐 

(ご意向)臨海西 RC さんの例会楽しみに来ました：

山本昌之分区幹事 

(ご意向)岡本ガバナー補佐、山本分区幹事 今日は

よろしくお願いします：斉藤実様(東京臨

海 RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)本日もよろしくお願いします：鈴木孝行様 

（東京臨海 RC・当クラブ発起人代表） 

(ご意向)岡本ガバナー補佐、山本分区幹事、本日は

お忙しい中、ご参加ありがとうございま

す：当クラブ三役 

(ご意向)鈴木発起人代表、大星副会長、お仕事の紹

介ありがとうございます：飯塚パスト会長 

(ご意向)岡本ガバナー補佐・山本分区幹事、よろし

くお願い致します：栗山パスト会長 

 

油井会員、雪丸会員、飯塚正裕会員、伊藤会員 

髙橋会員、間野会員、北林会員、本島会員 

大西会員、佐藤会員、岸会員、島崎会員 

倉持会員、岩崎会員、菅会員、継岩会員 

二瓶会員、平井会員、石田会員、岡田会員 

米井会員、清水会員 

 

【31 件 100,000円  今年度累計 329,000円】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(倉持政勝会員) 

 

■卓話 

国際ロータリー第 2580地区 

ガバナー補佐 岡本隆一様 

「ロータリーと私」 

『ロータリーと私』という題名を付けさせて頂きま

したけど、私の自己紹介を兼ねて自分のことをいろ

いろこんな人間だということを知って頂こうかな

と思ってお話しをさせて頂きたいと思います。 

  

【生い立ち～学生時代】 

生まれも育ちも墨田区で、現在も墨田区に住まいし

ておりまして、引っ越しということをしたことがあ

りません。生まれてからずっと同じ住所で、建物を

建て替えるときに一時的に引っ越したっていうこ

とはありますけれども、居住地が変わったというこ

とは一度もない状況です。地元の小学校から、ずっ

と中学校まできまして、高校大学はちょっと別の所

ですけど、そういった形で学校の方は行っておりま

した。 



 
 

 

 学生時代は、どちらかというと勉強というよりは

運動ばかりやっておりまして、小学校 3年から中学

校 3 年までは、地元の警察で剣道をやっておりまし

て、高校大学はボートをやっておりました。ボート

って、エンジンの付いてるお金かけるやつじゃなく

て漕ぐやつなんですけども、毎年 4月に隅田川でや

ってるボートです。そういうと二つの学校しかない

んで、お分かりかと思いますけど、私のほうは早稲

田ということで、ボートをやっておりました。 

 大学のちょうど 2 年から 3 年になる昭和 53 年に

隅田川でやる復活第一戦に選手として出まして、そ

のときは半分沈んだ状況で負けてしまったんです

けど、翌年の 4年のときは、こぎ手ではなかったん

ですけど、主務として参加して、大勝致しました。 

 そんな形でボートばかりやっておりまして、大学

を卒業して、なぜか留学をしました。当時、昭和 55

年卒なんですけども、今の大学生と随分状況が違っ

て運動部の場合、3年生になるときに学部長先生と、

監督と、本人と、OB会長と四者面談というのがあり

まして、一人一人、学部長先生のご自宅に呼ばれる

んです。そこで、どこの会社行きたいとか、どうい

う仕事したいとか、一人一人面接がありました。私

のときは主務だったんで一番最後だったんですが、

何を勘違いしたのか、特に今のところ、どこに行き

たいっていうのはありませんと言ったら、部長先生

が、じゃあ、君、留学したまえと言われて、決まっ

ちゃいまして、英語も何もできずに、いきなり留学

ということになりました。 

 大学卒業して、今でもと日にち覚えてるんですけ

ど、5 月の 17日に羽田空港のチャイナエアラインの

所に行きまして、今みたいに整備されてなくて、当

時、大きな広いロビーに会議テーブルがカタカタカ

タって出てくるような状況だったんですけど、そこ

に片道切符を持って、1人で初めて飛行機に乗って

アメリカに渡りました。 

 遠縁のおばが、カリフォルニアのサクラメントっ

て所にいたので、このおばを頼って、最初サンフラ

ンシスコへ行って、サンフランシスコから飛行機を

乗り継いで、サクラメントへ行きました。英語がで

きない状況で、飛行機の乗り換えとかも初体験だっ

たんです。一生懸命カウンターで、たどたどしい英

語でしゃべったんですけども、全く通じなくて。セ

リフを書いた紙を見せて、そしたら、紙をひっくり

返してここへ行けとか書いてくれたんで、何とかサ

クラメントに行きました。 

おばの所に数カ月お世話になったあと、サンフラ

ンシスコから飛行機で 6時間ぐらいかかるミシガン

州にいくことになりました。そこも、頼る人が誰も

いないので、私のおじが牧師をやっておりまして、

牧師仲間で留学生を世話してる人がいるからとい

うことで、手紙を書いてくれてまして、その手紙を

頼りに、サンフランシスコから 1人でデトロイトま

で行きました。その迎えに来てくれる牧師さんが、

40 分ぐらい遅刻してきまして、誰もいない所で、1

人でかばんを持ってずっと待ってたっていう状況

だったんですけど。そんな形で、そこに何だかんだ

2 週間ぐらいお世話になって、英語学校に入ったん

です。ミシガン州のミシガン大学の英語学校で、半

年後に隣町にありましたイースターミシガン大学

っていう所の大学院にも入りまして、何とか、いろ

いろすったもんだあったんですけども、何とか 2年

半で卒業して、帰ってくることができました。 

 その留学時代、2 年半なんですけど、日本の大学

に 4年間いるよりも、すごく勉強したっていう感覚

がありました。何せ、日本の大学ではボートしかや

ってませんから、ノートも大してとってなかったん

ですけど。日本の大学の 4年間でノートはこのぐら

いしかないですけど、2 年半の留学でノートをとっ

たのこんなんです。（※ゼスチャーをされていて日

本の大学時代に比べて留学では 10 倍くらいの表現

をされてました） 

 今みたいなワープロですとかパソコンがない時

代でメールもないですから、通信手段は電話と手紙

です。タイプライターでいろいろ論文書いたり、レ

ポート書いたりする時代でした。その時代、2 年半

だったんですけども、今、思うとその当時知り合っ

た友達とかとは、今でも付き合って、遊んだり飲み

に行ったりしてるんですけど、非常に中身が濃い付

き合いをしまして、大学のときの運動部も当然濃い

んですけど、もっと濃かったといえます。留学時代

の話、学生の話をするととんでもないことになって

しまうので、いろんなことがありましたけど、そう

いうのは、もし機会があったら、飲みながらでもお

話しできるかなと思います。 

 2 年半で何とか卒業して帰ってきたんですけど、

帰ってきてびっくりしたのが、誰も私が卒業して帰

ってくるとは思ってなかった。行けと言った学部長

先生も、卒業したって言ったらびっくりしまして。

途中で帰ってくるって思ってたらしいんです、挫折

して。帰るお金がないんで帰ってこられないんで、

取りあえず一生懸命やったんですけど、誰も卒業す

ると思ってなくて、私の両親も当然、卒業してくる

と思ってなかったんです。 

 あと、周りの人がびっくりしたっていうのが、部

長先生の研究室に報告に行ったときです。大学院の

研究室の人が、ハーバード行って博士号取ってきま

したとか、修士号卒業しましたって言っても、「い

や、ご苦労」しか言わない先生だったんですけど、

私が卒業してきましたって言ったら、「やあ、おめ

でとう」って言ってくれまして、研究室の人がみん

なびっくりしちゃったんです。で、記念品をくれま

した。ロイヤルコペンハーゲンのカフスとネクタイ

ピンのセットです。先生が、君にあげるとか言って

くれて。それで、また、研究室の先輩みんなびっく

りしてしまって、たかだかボート部のマネジャーだ

ったやつが、アメリカ行って修士取ってきただけで

そんなことまでするんですかみたいなこと言われ



 
 

 

ましたけど。そういった具合で、誰も思ってなかっ

たみたいです。 

 

【会社員時代】 

留学から帰ってきてからは、私の父親の考えで、父

親の会社ではなく他の会社に入ったとしても、私は

長男なので、いずれ父親の会社に戻るんでしょって

いう前提になってしまい、それでは、せっかく他の

会社に入って勉強させてもらっても、戻ることが前

提なんでっていうことではしょうがないからとい

うことで、いきなり、私の父親の会社に入りました。 

 仕事の方は、会社名は二葉商事株式会社で、江東

区に本社があるんですけど、その前身は墨田区で燃

料屋をやっておりまして、炭とか薪、それから、石

炭、コークス、油を扱う岡本燃料っていう会社だっ

たんです。そちらは、正確なところは定かではない

んですけれども、創業は 1900 年ぐらいだろう。だ

ろうというのは、関東大震災と東京大空襲で 2度焼

けているので、何の記録も残ってなくて、私の祖父

が、こういう話を聞いたというのを覚えてて、それ

で、多分、明治 33年 1900年頃だったと思うって言

うから、キリがいいからそこでいいんじゃないとい

うことで、1900 年創業ということに一応なってます。 

そういった具合で、ずっと燃料屋の仕事をしてまし

て、今は、LPガスの販売ということで、本社は江東

区なんですけど、仕事は千葉県でやっている状況で

す。 

会社入ってすぐやったことって、留学して帰って

きたから何ってなかったんですけど、現場をいろい

ろやりまして、一番最初に事務方になったときに父

親に頼み込んで買ってもらったのが、今では普通と

なりましたけどパソコンです。当時、Apple の

Macintoshっていう画面が9インチぐらいの白黒で、

そこにエクセルがあるもので、Apple のエクセルは

すごいぞっていうんで、会社でこれを買ってくれと

言ったら、最初は駄目だって言われたんです。当時、

確か 70～80 万するんですが、何とか買ってもらっ

て、何するんだっていうので、エクセルを使ってい

ろんなことをやったら、みんなびっくりしたんです

けど、そんなことで、会社のコンピューターは私が

担当することになっちゃって、今はパソコンをやっ

てませんけど、しばらくの間はやっておりました。 
 

 

【ロータリークラブとの関わり】 

私とロータリーの関わりっていうのは、私の父親も

ロータリーに入っておりまして、実は祖父もロータ

リーに入っておりまして、祖父が東京東ロータリー

クラブ、父親が城東ロータリークラブです。 

 一番最初にロータリーと接したのは小学校 3年生

ぐらいのときで、いい子にしてたらクリスマスに、

いい所連れてってやるとおじいちゃんに言われて、

連れて行かれたのが、東京東ロータリークラブの年

末家族会でした。当時は東京東ロータリークラブ、

人もたくさんいて、当時の写真を見ると、よくパー

ティーのときに紙の三角帽子ありますね、ああいう

のをみんな着て、キラキラのレイを掛けてっていう

ようなところに毎年連れてってもらうのが楽しみ

で、それが最初のロータリーとの関わりでした。 

 18 歳で車の免許を取ると運転手としておじいさ

んに呼ばれて、何時にニューオータニの駐車場に来

いとか言われて、車で行って待機してると、岡本燃

料のお迎えのお車とかって呼びだしがあって、私が

車で行って、ご苦労とかって言われて帰ってくるっ

ていう、そんなイメージで最初は、何やってるか分

からない、年末に、クリスマスのときにこういう所

行って楽しいなというぐらいでした。 

 途中、一時期、青年会議所というのに入ってたん

ですけど、そちらを卒業してからは、ロータリーク

ラブに誘われて 1998 年に東京ベイロータリークラ

ブに入りました。 

 それから、クラブ幹事とかいろいろやりまして、

クラブ幹事を、2004 年と 2005 年と 2 年続けてやる

ことになってしまいました。何でかというと、1 年

終わったときに、次の幹事の方決まってたんですけ

ど 6月頃で辞めちゃったんです。年度変わりのこと

もやらなきゃいけないということで、両方やってた

ところ、どうすんだということで、なかなか決まら

ないんでしょうがないから私やりますっていうこ

とで、結局、2 年続けて幹事をやることになりまし

た。それから、2008 年にクラブ会長をやりました。 

  

【ロータリークラブ余談】 

留学中の 1981 年 6 月にロータリー世界大会がアメ

リカであったんです。場所を忘れてしまったんです

けど、私の両親が国際大会に来まして、そこから私

のいたミシガン州のアナーバーという街に行きた

いとなりまして、どこそこで飛行機に乗って、ここ

で飛行機乗り換えて来いとかって言ったら、大変な

思いで来たらしいんです。 

 よくロータリーは、世界中のロータリーを訪ねて

例会に出られますと、お聞きになったことがあると

思うんですけど。私の父親が、私のいたアナーバー

っていう所に来たときに、いきなりここのロータリ

ークラブの例会に出たいと言いだしまして。その当

時、ロータリークラブイコール、ホテルでご飯食べ

られるしかなかったんですけど、インターネットも

ない、ホームページもない時代に、アナーバー、ロ



 
 

 

ータリークラブ、例会日を調べて、場所も調べない

といけないっていうんで、あちこち聞き回って行き

ました。 

 アナーバーというちっちゃい街だったので、会場

はホテルじゃないんです。大学によくある OB 会の

方が行く、何とか会館とか、そういう感じのがある

じゃないですか。ミシガン大学のそういう会館の所

で例会をやってるというのを突き止めて、行ったん

ですけど、確かコーヒーとクッキーしか出てこなか

ったと思いますので、ランチタイムではなくてお茶

の時間が例会時間だったんです。 

 今でも覚えてるんですけど、一番苦労したのが、

受付で、かくかくしかじか、私たちが日本のロータ

リークラブでロータリー入ってて、ここへ来たので

例会に出たいということをいろいろ説明して。Make 

up っていう言葉は通じないんです。一生懸命 Make 

up って言っても、ん？とかって言われて。こういう

ことだって言ったら、Visiting Rotarian とかって

言われて。それは今でも覚えてるんですけど。それ

で、例会の中で、「日本の東京のクラブから息子と

遊びに来たロータリアンだ‘Visiting Rotarian’

としています」っていうのが紹介されて。卓話は特

になく、みんなでわいわいがやがややってて終わっ

ちゃったんですけど。それは、今、思えば、随分ス

タイルが日本のロータリーと全然違うなっていう

のが思い出しました。個人的な感じなんですけど、

ビジターという呼び名よりも、『Visiting Rotarian』

って言ったほうが、耳障りがいいかなっていう感覚

は、今でもあります。 

 

【ロータリークラブ地区委員会編】 

ロータリーのほうでは、クラブ会長終わったあと、

地区の副委員長ですとか、委員長とかをやりまして、

2012 年 7 月から、2580 地区の東分区の分区幹事を

務めさせて頂きました。 

 当時は、斉藤さんもそうだったと思うんですけど、

15 クラブ、東分区でありまして、1人ガバナー補佐

だったんです。斉藤さんも、さっきもエレベーター

の中で、1 年間で何十回もあたらなきゃいけないっ

て話をしたんですけど、15 クラブで、最低 4回行き

なさいっていうことになってたので、ガバナー補佐

にくっついて、年間 60 回訪問させて頂きました。

そのときは、東分区のガバナー補佐、私のときは、

林茂男さんという方で、ご存じの方、いっぱいいら

っしゃると思いますけど、林さんはロータリーの歴

史に興味を持ってすごい研究された方で、資料をい

っぱいくれたんですけど、本当に段ボール 1個って

いう表現あると思いますけど、ほんとにそれぐらい

ロータリーの資料を頂いて、これ読んどけって言わ

れたんですけど、3 分の 1 も読んでないです。読み

きれないっていう感じだったんです。 

 その方と一緒に 15 クラブ回りました。ロータリ

ーって面白いなって、そのとき初めて思ったって言

ったら語弊があるんですけど、自分のロータリーク

ラブ以外の例会に初めて参加するってことが、年間

60 回訪問ですから、60 回あるんですけど、東分区

の中で、それぞれのクラブのカラーっていうのが、

こんなに違うんだっていうのが分かりました。 

 例会の進行の仕方だとか、それから、委員会の構

成だとか、同好会のこういう会があってどうのとか、

そういうのがクラブによって全然、全く違う。独特

のカラーがたくさんありましたので、もし、皆さん

これから、臨海西のメンバーの皆さんはまだそんな

に年数がたってない方が多いかと思うんですけど、

もし、機会があったら、地区委員会なり、それから

何なり行って、あと、例会もいいことあるんですけ

ども、Make up とちょっと立場が違っていくと、い

ろんなことが分かりますので、もし機会がありまし

たら、そういう地区とかの方に。大変なことは大変

ですけども、時間取られて大変なことになりますけ

ど、面白みは出てくるんじゃないかなと思いますの

で、機会がありましたら地区委員会の方にちょっと

出たり、他のクラブを訪問するということも、ぜひ

やってみて頂けたらなという風に思います。 

 今までロータリー何だかんだでもう 22 年経ちま

したけども面白いなと思ったのは、そういうクラブ

のカラーとか、普段、自分のクラブの例会にだけ出

てると分からない部分を教えてもらったり、気付か

せてもらったりっていう、それがすごい面白かった

という風に思います。 

 林さんのように歴史に関心を持って、掘って掘っ

て掘りまくって、すごい詳しく勉強された方もいら

っしゃいますけど、私はどっちかというと、それに

くっついてった方だけですけど、私がロータリーで

面白かったのは、他のクラブを見て、何度も繰り返

しになっちゃいますけど、そういうところが非常に

面白かったなと感じております。 

 2 年前に地区の副幹事というのをやる機会があり

まして、改めてまた 15 クラブ、分区担当というこ

とで地区の副幹事をやったときは、地区内の 70 ク

ラブを訪問するんです。ガバナーにも付いて回るの

で、他の分区もいろいろ出てくることがありました。 

 斉藤さん、鈴木さんはご存じだと思うんですけど、

分区は分区で、またカラーがあるんですよね。いろ

いろ、東分区は非常に昔からのロータリーの伝統と



 
 

 

か、ルールとかっていうものを大切に運営してるん

ですけども、全くそういうことは無視してやってる

ような分区もあったり。そのときだけだったかもし

れないんですけど、違う進行でやってる分区もあり

ますという。沖縄分区は非常に明るくて楽しいなと

いうことで、地区委員会とか、地区に出てるときは、

沖縄は毎年行ってました。行くと、それぞれ沖縄の

メンバーの方とだんだん親しくなってくると、あっ

ち行ったりこっち行ったり、公の場はそうなんです

けど、2 次会とか 3 次会が、沖縄の人と非常に楽し

かったです。ここんとこ 4年くらい行けてないんで

すけど、そういうこともありますので。再度、繰り

返しになりますけど、そういう楽しい面もあります

ので、地区委員会等々に出ていってもらえたらなと

いう風に思います。 

 

【今後の取り組み】 

 昨年、2020年の 7月から今年の 6月末まで、2度

目のクラブ会長ということで、東京ベイロータリー、

30 周年だったんです。30 周年記念の行事をやるた

めに、それがメインの行事だったんですけど、ご承

知のように去年からコロナが始まりまして、前半は、

12 月まではちゃんと大会、例会をやりました。 

 1 月からは緊急事態宣言になったので、なかなか

例会ができないようになって。ただ、何としても 1

月の 28日に 30周年の記念例会をやるということだ

けを決めて、それは絶対やろうということで緊急事

態宣言の中、1 月 28 日に 30 周年の記念例会を言葉

は悪いですけど強行したという感じです。形を変え

て 30周年を迎えることができました。 

 その後は、またずっと休みで、実質、私は 2度目

の会長をやって何やったっていうのは、7月から 12

月まで半年で終わったっていう感じです。そんなこ

んなで、今度こういうガバナー補佐という立場の役

をやれということで、引き受ける形になってしまっ

たんですけど。今、ガバナー補佐 3 人いますので、

新井さんが今、体調を崩してますけど、3 人で本来

のところを、今、2 人でカバーしながらやってると

いう状況です。 

 私は今、お話ししたような、学生時代は運動しか

やってなかったし、会社入って、会社といっても自

分の家の仕事しか分かりませんので、あまりいろん

な、幅広く何かっていうことは分かりませんけど、

いろいろロータリーに詳しいのは斉藤さん、鈴木さ

んがいらっしゃるので。こういう人間ですけど、今

度新井さんが復活されたらバトンタッチしますけ

ど、それまでは、ちょっと頼りなく思われるかもし

れないですけど、一生懸命やっていきたいと思って

ますので、私のまとまりのない話をお付き合い頂き

まして、ほんとにありがとうございます。食後、眠

くなっちゃったかもしれないんですけど、こういう

人間ですので、また 1年間、いろいろお世話になる

ことが多いと思いますけど、どうぞよろしくお願い

致します。というところで、私の話とさせて頂きた

いと思います。ありがとうございました。 

 

■点鐘：西野充英会長 

「なんでイニシエーションスピーチを 2回やってい

くのかなんですけども、中々お話しできていなかっ

たので少し時間がありますのでお話しさせて頂き

ます。今まで第 1回目のイニシエーションスピーチ

はどちらかというとみなさんの生い立ちだとか、ど

んな形でロータリーに誘われたといった話などが

中心だったので、みなさんがやられてる職業だとか、

今周りの環境についてのお話だとか、中々1回のス

ピーチではお話が難しかったというのがあります。

もう少し今の現状についてフォーカスを当てて 2回

目のイニシエーションスピーチをやっていこうと

いうところで話題を変えて頂きながらというのが

第 2回目の趣旨でございます。」 
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